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第２回はままつ人づくり未来プラン検討委員会 

開催日時：平成 30 年 11 月 13 日（火） 午後 2時 00 分から午後 4時 00 分まで 

場所  ：教育委員会 教育委員会室

出席者 ：専門委員

      島田 桂吾 （静岡大学大学院 講師）

紅林 伸幸 （常葉大学教職大学院 教授）

鈴木 秀志 （静岡大学大学院 特任教授）

はままつ人づくり未来プラン検討委員会委員

花井 和徳 （教育長）

      鈴木 茂之 （教育委員）

      渥美 利之 （教育委員）

      安田 育代 （教育委員）

      黒栁 敏江 （教育委員）

      田中 佐和子（教育委員）

      伊熊 規行 （学校教育部長）

     学校関係職員

      笹原 康夫 （広沢小学校 校長）

      金田 知久 （湖東中学校 校長）

     関係課職員      

吉積 慶太 （学校教育部次長兼教育総務課長）

      今村 ゆかり（教育総務課 学校・地域連携担当課長）

      宮崎 正  （学校教育部次長兼教職員課長）

      内野 義光 （教育施設課長）

      森  真人 （指導課課長）

      花嶋 徳光 （健康安全課長）

      犬塚 智春 （教育センター所長）

     事務局

      梅林 秀弘 （学校教育部参事）

齋藤 美苗 （教育総務課 専門監）

川副 哲士 （教育総務課 副主幹）

      松下 欣美 （教育総務課 指導主事）

      藤井 隆行 （教育総務課 指導主事）

      若澤 久実 （教育総務課 主任）

      岡本 和也 （教育総務課 主任）

傍聴者  １人
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議事内容 

１ 開会 

２ 教育長挨拶 

３ 専門委員 講話 

４ 協議 

今年度の取り組み成果と今後の方向性について 

（１）教育委員会の取り組み 

（２）市立小・中学校の取り組み 

５ 専門委員 総括 

６ その他 

７ 閉会 

会議録作成者 若澤 久実

記録の方法  発言者の要点記録

       録音の有無 無
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第２回はままつ人づくり未来プラン検討委員会 会議録 

１ 開会 

(吉積次長)  第２回はままつ人づくり未来プラン検討委員会を開会する。本日のテーマ

は、「学校における働き方改革について」である。今年３月に策定した「学

校における働き方改革のための業務改善方針」に基づき、現在、教育委員会

各課や各学校において取り組みを進めているところである。本日の協議を通

して、学校における働き方改革の取り組みに関する成果・課題を共有してい

ただき、今後の取り組みに向けた御意見をいただきたい。なお、本日の会議

は公開である。

２ 教育長挨拶 

(教育長) 本日の会議は、「学校における働き方改革」についてである。教育委員会

としても大変重要なテーマとして力を入れているところである。国では、平

成 29 年 12 月に「学校における働き方改革に関する緊急対策」として、学校

における働き方改革の基本的な考え方と学校が担うべき業務を適正化する

ための取り組み等について示した。今年 9月には、文部科学省から「教員勤

務実態調査の分析結果及び確定値」が公表され、全国的な教員の勤務実態が

明らかになった。浜松市では、平成 29 年度から「はままつ人づくり未来プ

ラン検討委員会」の下部組織として「学校における働き方改革」推進部会を

設け、今年 3月には「学校における働き方改革のための業務改善方針」を策

定した。今年度はこの方針に基づき、「今できることは直ちにやる」意識の

もとで教職員の負担軽減に向けて取り組んでいる。私自身も機会があるごと

に必ず働き方改革を話題にして、教職員の意識改革に努めているところであ

る。教職員の負担軽減を図ることで、子供と向き合う時間の確保や、教材研

究に係る時間の確保により、質の高い授業の実施などにつなげていきたいと

考えている。 

本日の協議では、委員の皆様それぞれの立場から様々な角度で御意見をい

ただきたい。あの手この手で少しでも実効性のある取り組みを探して、本市

の学校における働き方改革のさらなる充実に向けた方向性を見出していき

たい。 

３ 専門委員 講話 

(委員長) 

(紅林委員) 

 紅林委員から、学校における働き方改革についての国・県の動向について

教授いただく。 

国は、平成 29 年度から学校における働き方改革に本腰を入れ始めたが、

それに先立ち、静岡県教育委員会では、平成 28 年度から「未来の学校『夢』

プロジェクト」を立ち上げて取り組みを進めている。私はその委員長を務め

ており、取り組み成果を御紹介させていただく。このプロジェクトは 3か年
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計画で進めており、今年度が最終年度である。その成果を 12 月 12 日に静岡

市のグランシップで発表する予定である。 

 「未来の学校『夢』プロジェクト」は、企業及び研究機関の知識を生かし、

学校現場と協力し、さまざまな角度から多忙化解消にアプローチしてきた。

そのなかで学校現場の方に協力いただき、調査やアンケートを通して実態把

握に努めた結果をまず紹介する。 

教職員の 9割以上が非常にやりがいを持って取り組んでいる一方で、仕事

がなかなか終わらず多忙であるという実態が見えてきた。平成 28 年度、静

岡県教育委員会が所管する小学校の教員約 4,000 人にアンケートに協力い

ただいた。1 年あけて平成 30 年度、同様のアンケートを中学校教員に実施

し、7割程度、3,000 人近くから回答を得た。 

その結果、小学校の一般教諭の平均超過勤務時間は、3時間弱くらい、家

に持ち帰った仕事分を含めると 4時間であった。中学校の一般教諭は、学校

の超過勤務時間の平均が 4時間、家に持ち帰った仕事を含めると 5時間程度

と、かなり長い時間、学校の仕事をしているという結果が表れた。中学校教

諭の超過勤務時間は、小学校教諭と比較して約 1時間多くなっており、この

要因は、おそらく部活動対応の影響であると考える。 

教員の超過勤務時間が多いのは、仕事のテクニックが十分でないからだと

いう指摘もあるが、リフレッシュできているか、という点において若手教員

はリフレッシュできているという結果が出ている一方、うまく仕事をマネジ

メントできている中堅教員やベテラン教員が、リフレッシュできていないと

いう結果が出ていることから、単に効率的に仕事をこなしているかどうかと

いう問題ではなく、もっと本質的な問題があることが見えてくる。 

教員の仕事は、数珠つなぎで休みなく、同時に複数の業務をこなさなけれ

ばならない、突発的でやらなければならないことが次々に舞い込んでくると

いう特徴がある。授業と授業の間の空き時間は、書類仕事、宿題の点検、連

絡帳の記入、保護者対応などでたちまち埋まってしまい、「空き時間」では

ない。それは放課後も同様である。結果として、授業準備・教材研究は後回

しになり、家に持ち帰る、土日にやるということになってしまう。そのよう

な密度の濃い日々のなかで燃え尽きてしまうという問題が 20 年ほど前から

言われ続けているのである。 

一番の問題は、このような多忙な仕事を教職員がやりがいをもって取り組

んでしまっていることである。多忙感を解消すればなんとかなるという問題

ではなく、多忙感のない人々が一生懸命やりすぎてしまう際限のなさが教職

員の仕事のひとつの問題なのであって、おそらくこの 20 年間変わらなかっ

た部分に大鉈をふるっていこうというのが、今の働き方改革の一番の核とな

る考え方である。夜遅くまで働き、教育の充実に努めたい方もいるだろうが、

そういう方にも十分に休息をとっていただき、ゆとりをもつことで、さらに

質の高い教育実践ができるように、ということが望まれている。 

 調査の結果、一般教諭の疲弊感を感じる業務をグラフ化すると三層に分か
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れているのがわかる。疲弊感を感じる仕事として、約１割が日常的な仕事、

2～3割が時期的な仕事、5割以上が突発的・緊急的にふってくる仕事と回答

している。日常的な、さまざまな雑務をやりくりしながら、イレギュラー業

務をなんとかこなしているところへ、さらに突発的に子供の問題などが発生

する。そうなると、今まで計画的にマネジメントしてきた業務を変更して、

突発的な業務にあたらざるをえない。こういったことが多忙感につながって

いく。先ほど教育長がお話されたように、あらゆる手をつくして多忙解消に

取り組んでいかねばならない状況になっている。実際に文部科学省が示して

いる新しい施策も、多面的にさまざまなことに働きかけるプランである。 

 今、文部科学省の働き方改革は、「チーム学校」と「変形労働時間制」が

核になって議論が進んでいる。これからは、学校を核とした地域づくりを強

力に進め「チーム学校」でやっていく、という方針を財務省がホームページ

で示しており、「チーム学校」という枠組みの中でどういう専門スタッフを

配置していくかということが、今後、具体的なプランとなっていくと予想さ

れる。校務アシスタント、教頭をサポートするスクールサポートスタッフな

どの配置やスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、スクール

ロイヤーなどの専門職の整備についても文部科学省の承認のもと進んでい

くことになるだろう。 

特に教頭と主幹教諭の負担が大きいことからこの業務をどう軽減してい

くかが課題である。「チーム学校」とは、本来、学校業務を機能分化し、地

域連携により取り組むものであるが、地域連携にかかる仕事の一端を教頭や

主幹教諭が担うことで一般教諭の仕事は削減されるが、その分教頭や主幹教

諭の業務は膨大になってしまう。そのため、「チーム学校」には、教頭や主

幹教諭の業務を軽減するためのスタッフが別に必要なのである。 

 もう一つの柱が「変形労働時間制」である。これは、忙しさに応じて繁忙

期には一日の労働時間を延長して勤務し、その分閑散期には労働時間を短縮

して勤務する取り組みである。中央教育審議会では危惧する意見もあるが、

文部科学省は進める方針のようである。 

本来は現場からの改革が必要であり、静岡県教育委員会では、「チーム学

校」「業務の見直し」「エビデンスに基づく政策」の三つを柱に取り組んでい

る。まず前提は、エビデンスを明確にすることだが、「チーム学校」の取り

組みでは、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等々の充実、

そして特に目玉となった来年度からの校務アシスタント全校配置が実現し

た。現在は、スクールサポートスタッフにかかる事業をモデル校において実

施している。 

そういった取り組みのベースとなるのは「業務の見直し」であり、学校が

本当にやらなければならない仕事かどうかの見直しを実施した。学校の管理

運営に関する業務を誰が担当しているのか、誰がやるべきかを整理し、モデ

ル校 4校で見直しをしている。見通しをもって自分たちの働き方改革を進め

てもらいたいというのが静岡県教育委員会の思いである。 
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（委員長） 

（茂之委員）

（紅林委員）

（茂之委員）

（紅林委員）

（茂之委員）

（紅林委員）

（安田委員）

働き方改革で重要なことは、何を実現しようとしているか、最終目標の指

標に何があがったら達成したと言えるのかをイメージすることである。働き

方改革により、それぞれの学校がカリキュラムマネジメントでき、個々の教

職員がアクティブラーニングに取り組むことができるなど、これからの子供

たちのために教育の質を高めるための改革が求められている。 

御講話いただき感謝申し上げる。何か御意見・御質問あれば発言願う。 

教頭のサポートとは、どのようなモデル事業か。 

まだモデル事業は十分に進んでいない。校務アシスタントは、教職員の日

常雑務や用務などを任せている。それに対して、スクールサポートスタッフ

は、静岡県教育委員会の事業では、教頭の補佐には至らないが、テストやド

リルの丸付けなど、外部人材に任せられない業務を依頼することを想定して

現在実施している。国では、教頭業務の補佐をする支援を強化していこうと

いう形で進んでいる。 

働き方改革のモデル校からの報告のひとつに部活動の改善がある。子供た

ちが主体となって部活動をやっていくという取り組みで、練習計画などを自

分たちで作りあげていくという形で実施した様子を報告するものである。部

活動の中心は子供たちという発想に転換し、多忙化解消の取り組みとしたよ

うである。 

校務アシスタントの活用について、学校ごとに課題・業務内容など事情が

それぞれ異なると思うが、静岡県教育委員会としてどのような想定をしてモ

デル校を選定したか。 

モデル校の選定理由は不明だが、学校の事情に応じて有効に活用してもら

いたいということで、成功事例などを集めた活用事例集を作成して示してい

る。浜松市も同様に事例集を作成しようとされていると思うが、それと通じ

るものだと捉えている。 

 各学校で年間スケジュールなどを組んで、時期やタイミングを考えながら

校務アシスタントをどう活用するか、また何ができるか、できないかについ

て活用事例集を参考にしながら判断しているという捉えで良いか。 

モデル校でも当初は活用方法に戸惑いがあったようだが、実際に校務アシ

スタントが来て、さまざまな業務を依頼してみて、徐々によりよい活用をし

ていけるようになったと聞いている。 

来年度から校務アシスタントが静岡県教育委員会所管の全校に配置され
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（紅林委員）

るとのことだが、静岡県教育委員会として、どのような方の採用を想定して

いるのか。例えば、浜松市教育委員会では用務員にシルバー人材が活用され

ている。正規で働いている方が校務アシスタントになることは考えにくいた

め、シルバー人材もしくはパートタイム主婦などが考えられると思うが、モ

デル校では実際にどのような方が任用されているのか、また今後どのような

方が応募してくると予測しているか。 

シルバー人材も採用されていると聞いている。現在の事業に取り組んでい

る間は、モデル校の４校には、特別に加配教員が１名配置されている。ただ、

事業は今年度までのため、今後は校務アシスタントがボランティアに近い形

で入ってくることになると思われる。人的措置にかかる予算をどうしていく

かということが大きな問題である。 

４ 協議   

今年度の取り組み成果・課題の今後の方向性について 

（１）教育委員会の取り組み 

（委員長） 

（事務局） 

まず、今年度の教育委員会の取り組みの内容、成果について事務局から

報告願う。 

「平成 30 年度学校における業務改善方針」に示した今年度末までの目標

について 10 月末現在の状況を報告する。 

１．時間外勤務の削減について、時間外勤務月 80 時間超の職員数 10％減と

いう目標に対して、4月から 9月末までにおいて前年比 8.8％減、校務アシ

スタント配置後の 6 月から 9 月末までの 4 か月間においては前年比 16.1％

減となっていることがわかった。 

２．ワーク・ライフ・バランスの実現及び 3．タイムマネジメントを意識し

た勤務の実態として、教職員の意識を問う目標については、10 月末までに

回答のあった抽出校 29 校の結果によれば、「退勤後はリフレッシュできて

いる」と答えた教職員が 59.1％、「休日はリフレッシュできている」と答え

た教職員が 74.3％に上った。また「タイムマネジメントを意識した働き方

を実施している」と回答した教職員は、79.7％であった。 

 続いて、各方策の取り組みについて主なものを報告する。 

まず、1 業務の役割分担・適正化を着実に進めるための方策のうち、1-(1)-

ア 「学校における働き方改革」の普及啓発では、4月に「教育の質の向上

に向けた取り組みへの理解と協力について」という保護者宛て文書を、学

校を通じて配付した。また広報はままつ 7 月号においても学校閉庁日の実

施と 18 時以降の問合せへの配慮について周知したところ、10 月末までに回

答のあった123校のうち53.4％の学校から18時以降の連絡が減少したとの

回答を得た。「働き方改革」にかかる周知については、今後も保護者・市民

の皆様に対して継続して行っていきたい。 
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 続いて 1-(1)-ウ 出展依頼・家庭向け配付物の精選については、今年 2

月の段階で市役所各課に対して学校への依頼事項の見直しについて通知

し、ありがとうございました。併せて関係する外郭団体への周知も行った。

10 月末までに配付の取りやめや配付方法の変更、作品の回収方法の見直し

など 38 件の調整を行った。通知によって市役所各課の意識が高まり、学校

への配付物にかかる見直しも進んでいる状況にある。 

 1-(1)-エ コミュニティ・スクール等を通じた学校教育の質の向上につ

いては、今年度 17 校の推進モデル校で検証しており、モデル校の 8割以上

が教職員の業務負担の軽減につながっていると回答している。 

 1-(2)-イ 学校給食費の公会計化については、今年度から学校給食費の

公会計化を開始した千葉市への視察を実施した。本市との比較検討を行う

中で実施に向けた課題を整理し、スケジュールの作成につなげている。公

会計化に向けた様々な課題や調整事項について今後も検討を進めていきた

い。 

 1-(2)-オ 部活動の運営方針の策定については、今年 3 月にスポーツ庁

から示された「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を踏

まえ、「浜松市立中学校部活動運営方針」を策定した。今年度は各学校への

運営方針の周知と学校の実情に沿った取り組みを開始し、来年度から完全

実施を予定している。 

 1-(1)-カ 部活動指導員の配置について、広報はままつ及びハローワー

ク等を通じて 5月から募集を開始、8月から任用を開始した。任用にあたっ

ては 8月に指導員研修会を実施し、12 月にも実施を予定している。11 月末

時点で 15 校に 20 人の指導員を配置している。今後も指導員増員に向けて

取り組んでいきたい。 

 1-(2)-キ 校務アシスタントの積極的な参画については、小学校 22 校、

中学校 15 校に 37 人を配置した。さらに今年度中の 35 校への追加配置に向

け準備を進めている。校務アシスタントは、授業準備や児童生徒への配付

物の印刷業務など、教職員がこれまで勤務時間外に行っていた業務への支

援を行っており、配置校からは大変効果があるとの声が多く、任用開始し

た 6 月から 9 月までの 4 か月間において配置校における時間外勤務が月 80

時間を超えた教職員数が前年比延べ 231 人減少しており、配置による効果

がみてとれる。校務アシスタントの配置は教職員の負担軽減につながって

おり、さらなる配置拡大を目指していきたい。 

 ３ 勤務時間に関する意識改革と時間外勤務の抑制のための必要な措置

のうち主なものを報告する。3-(1)-ア タイムレコーダーによる勤務時間

把握と集計システム構築について、今年度モデル校 8 校にタイムレコーダ

ーを設置し、7月から運用を開始した。7月から 9月までの設置校の時間外

勤務 80 時間超の教職員は前年比 20 人減少した。またタイムレコーダー導

入後、8月に行ったアンケートにおいては、モデル校の約 6割の教職員が自

分の超過勤務時間について意識するようになったと回答しており、タイム
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（委員長） 

（島田委員）

レコーダーの設置により勤務時間に対する意識が高まっていることがわか

る。運用を開始してから課題もあげられており、運用面での改善や教職員

の勤務時間管理に対する意識の改革がさらに必要であると考えている。 

 3-(1)-エ 勤務時間外の連絡対応等の体制整備について、先ほど報告し

たとおり保護者等への周知により 18 時以降の連絡が減少している。今後は

録音機能付の留守番電話ではなく、自動音声による対応を検討しており、

各学校の電話設備状況の調査を進めている。 

 3-(1)-オ 長期休業期間における一定期間の学校閉庁日の設定について

は、4 月に各学校に閉庁日設定依頼を行うとともに各地域への周知も行っ

た。学校閉庁日は市内全小中学校で実施しており、年間 3 日間以上設定し

た学校は 97.9％となった。 

 3-(2)-イ 教職員全体を対象とした勤務時間を意識した働き方に関する

研修の実施については、学校管理職マネジメント研修や学校運営研修など

を行っており、参加者からは高い満足度の回答を得ている。 

 3-(2)-ウ 働き方改革に関する視点を盛り込んだ学校経営では、各学校

のグランドデザインに働き方改革の視点が含まれている学校が増えてきて

おり、研修などを通して、各学校で働き方改革の意識が浸透しつつあると

事務局では捉えている。 

 来年度に向け 5-アに示された各取り組みの進捗管理を行い、新規の取り

組みも含めながら2019年度の業務改善方針を策定していきたいと考えてい

る。 

 ただいまの事務局からの報告や紅林委員からのお話を手掛かりに本市の

学校における働き方改革のさらなる充実に向けた方向性について協議を行

いたい。ここからは自由に御発言願う。はじめに島田委員から御発言願い

たい。 

 今年、大学１年生 300 人を対象になぜ教員になりたいか、教員志望への

不安は何か教職指導アンケートを行った。なりたい理由として、「やりがい」

と回答した人が 96％以上、「自分が成長できる職業である」という回答した

人が 95％であった。また教員志望への不安として「教師の労働環境」と回

答した人が自由記述で 20％ほどあった。これはやりがいがあるが労働環境

などに不満があり、場合によっては教師を目指さないという人が一定層い

るということである。そのような中で大学としても教育委員会ではこれだ

け働き方改革に取り組んでいると伝えていきたいところであるが、他方で

やりがい搾取とならないようバランスをとっていくことも考えねばならな

い。 

 もう一点、校務アシスタントは、浜松市においても積極的に取り組んで

おり、成果があがっているとのことだが、教頭や主幹教諭の業務は、マネ

ジメントや情報管理など専門性が高い業務を担っていることもあり、代わ
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（秀志委員）

（委員長） 

（安田委員）

りがきかないため、抱え込まざるをえない状況にある。今後、定年がどう

なるかわからないが、退職した管理職経験のある教職員を、スクールサポ

ートスタッフとして置いてみてはどうか。経験者でなければ教頭や主幹教

諭の業務をサポートするのは難しい。教頭や主幹教諭の負担をどう減らし

ていくかが課題である。 

 つい先日、教育新聞に教頭の 1日の勤務時間が平均 12 時間 33 分である、

という記事が掲載されていた。また、東京では、管理職登用試験を受験す

る倍率が下がっており、校長が定年退職できず再任用の校長が２割近くい

るとのことである。そのような中で教頭の職務をサポートする人がいない

と教頭がパンクしてしまうし、教員も管理職を希望しない人が増加してし

まう。愛媛県では、教務・生徒指導・校内研修と立場を分けて 3 人の主幹

教諭を１校に配置する取り組みを実施している。県により主幹教諭の配置

の考え方が異なるが、浜松市も人員の課題はあると思うが、こうした取り

組みを検討できたら良いのではないか。 

 教職員の負担感が大きい部活動指導において、浜松市では部活動指導員

を 20 人配置しているとのことだが、学校教育の中で行われている活動であ

るという趣旨を理解している人材でなければ、子供たちがかわいそうな思

いをする心配がある。浜松市では、研修会を実施しているとのことであり、

部活動指導については、保護者や地域の理解も不可欠である。熱心な教員

が異動すると新しく異動してきた教員が比較され、さまざまな要望を受け

ることもあるようである。部活動の目的を関係者全員が理解し、過熱しす

ぎることのないよう注意していかなければならない。 

 委員からいただいた「教頭・主幹業務の負担軽減について」「部活動指導」

について深めていきたい。何か御意見はあるか。 

 昨年度のはままつ人づくり未来プラン検討委員会等で働き方改革の取り

組みについてさまざまな意見が出たが、今年度 4月から取り組みを開始し、

成果が表れ始めているのは嬉しいことである。はじめに教育長からあの手

この手でやれることを直ちにやるとの言葉があったが、非常に心強く感じ

た。こちらとしては小さなことだと思っても実は影響が大きいこともある

ことがわかった。 

 先ほど教頭・主幹教諭業務の軽減策について、今何が大変なのか、個別

に聞き取りをしていくことも一つの方法である。自身の教頭経験から、朝

の校内の点検・開錠、それから職員室の湯沸しなどの準備は、他の誰かに

お願いできるのではないかと感じていた。教員の出勤時刻と子供の登校時

刻は、規則上は同時刻であるが、教員が 20～30 分早く来て、子供を迎え入

れる体制を当たり前に続けてきた。良い事だから勤務時間外であったとし

てもやって当たり前だという風潮があるが、教員の出退勤時刻を時間差に
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（紅林委員）

（秀志委員）

（委員長） 

（黒栁委員）

（渥美委員）

（委員長） 

（笹原校長）

して半数ずつ交代制にできないか。また、教頭は朝の鍵開けから鍵閉めま

でを一人でやっているわけだから、当然勤務時間が長くなってしまう。そ

れを教頭と主幹教諭で分担する、または教頭や主幹教諭には授業を任せな

いなどの改革が必要ではないかと感じている。 

一般教諭の負荷となる業務を請け負う、自身の授業の準備も行うなど教

頭業務は多岐に渡っており、校務に専念できる環境づくりなど考えていか

なければならない。 

教頭と主幹教諭と大きな違いは管理職かどうかという点である。業務を

分担するうえでは、制度を踏まえた上ですみわける必要がある。 

「部活動指導」についての御意見はあるか。 

現在、我が子が部活動に取り組んでおり、熱心な御指導をいただいてい

るところである。週末も練習試合などで出勤している様子を目の当たりに

して、保護者としてはありがたい部分もあるが、いつ休んでいるのかと思

うほどである。 

市内の中学校においても、外部指導員が配置されつつあるが、保護者と

して不安な点は、日常的に学校生活を共にしている先生方は、子供の個性

をよく知っているため安心して任せられるが、外部指導員は普段の子供の

様子を知らないことである。外部指導員に部活動指導を任せる場合は、教

員側も子供の様子を連絡するなど密に連携して支援していただけたらと思

う。 

保護者の意識も変わっていかなければならない。特に部活動の強豪校は、

保護者の間でも指導に熱心な先生の話題になることが多い。部活動のあり

方について、保護者の意識改革も必要である。 

これまでの協議の中で教頭の負担軽減について議論になったが、２番目

の立場の人はどこの組織でも大変である。また真面目な人ほど際限なく負

担を背負込んでしまう傾向にある。校長が、教頭に業務内容をしっかりと

示すことが負担軽減につながるのではないか。また、校長の裁量で進める

改革を教育委員会が容認することも重要である。まずやってみようという

姿勢が改革の一歩である。 

校長の裁量権や、校長からみた教頭業務についての意見があったが校長

先生方の御意見はどうか。 

学校という組織は、管理職が校長と教頭のみである。校長は最後の砦で

あり、あらゆることが教頭にへ集約される現状がある。教頭の疲弊感の大
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（委員長） 

（金田校長）

（委員長） 

（金田校長）

（秀志委員）

（渥美委員）

きな原因は、やはり難しい保護者への対応であると感じている。来年度の

新規取り組み予定にもあげられていたが、ぜひスクールロイヤーの配置を

検討いただきたい。専門家が配置され、場合によっては一緒に対応してく

れるというのは非常に安心感がある。 

教育委員会の取り組み全般について、何か御意見はあるか。 

教育委員会の働き方改革の取り組みは、学校閉庁日や 18 時以降の電話連

絡への配慮通知など非常に効果があり、ありがたい。 

教頭業務の負担軽減についてだが、誰もやらない仕事、突発的な仕事、

人・お金に関わる仕事は、どうしても教頭がやらざるをえない。その業務

をどう切り分けて、学校事務職員や学校運営委員の方に御協力いただくか

ということを考えていかなければならない。 

校務アシスタントの導入効果は、いかがか。 

校務アシスタントをしていただいている方は、教職員がより子供と向き

合うためにという目的をよく理解し、前向きに業務に取り組んでくれてい

る。会社を退職した方や 20 代の卒業生が校務アシスタントをしている例も

あり、その特徴を生かして、教頭が上手く業務を振り分けてくれていて、

教職員の多忙感軽減に大いにつながっている。 

用務員の任用がシルバー人材への委託へ更新された際、契約内容にない

ことはできないという問題があった。用務員の契約内容に校務アシスタン

トに近い内容を含めることできないか。 

先ほどの御意見にもあったように、学校にとって、難しい保護者対応が

大きな負担になっている。教頭まであがってくるような困難案件は専門家

に任せる仕組みづくりをしなければならない。教員志望者が減少している

一因でもあるのではないか。 

（2）市立小・中学校の取り組み 

（委員長） 

（笹原校長）

それでは、次の議題に移らせていただく。次は小中学校での取り組み内

容について説明をいただきたい。 

小学校の取り組みについて報告させていただく。学校としては、まず、

会議の精選、教職員の意識改革などに努めている。例えば、本校では会議

の開始時刻は決めていたが、終了時刻を定めていなかったことから、終了

時刻を厳守するという取り組みを始めている。また部活動については、市

内全域において多い学校で週３日、16 時半までというところで落ち着いた
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（委員長） 

（金田校長）

（委員長） 

（安田委員）

（委員長） 

（今村 

担当課長）

ようである。さらに定時退庁日はお互いに声をかけあいながら退庁を促し

ている。配付物についても教育委員会の調整によって減少しているが、直

接学校に届くチラシ等は昇降口に置いて希望者が持って行くような形にす

るなど工夫している。また、校務アシスタントは非常に助かっており、本

校では職員室に置いた「お願いしたいことボックス」のなかに印刷やドリ

ルなどの丸つけなど依頼内容を入れるようにしている。学校閉庁日、18 時

以降連絡への配慮なども大変効果的であった。 

今、小学校では、新学習指導要領実施を控え、英語教育と道徳が非常に

大きな課題になっている。本校は英語の加配教員が 1 人配置されており、

大きな混乱なく先行実施することができた。やはり大きな課題や施策を始

める際は、人的措置によって負担なくスムーズに取り組むことができると

感じている。 

金田校長に何か補足があればお願いしたい。 

意義が見えない、見えにくい仕事をやるときは、多忙感を感じる。仕事

のやらされ感が強まると、不祥事や労働災害が起きやすくなる。「地域に開

かれた学校」から「地域とともにある学校」へ、また財務省が示した「学

校を核とした地域づくり」など、これからコミュニティ・スクールをさら

に進めていかなくてはいけないと感じている。モデル校の実績を踏まえた

コミュニティ・スクールの良さやモデル校以外の学校が前段階として取り

組むべき次のステップなどできるだけ多くの情報提供をいただき、各学

校・各地区の仕組みづくりにつなげていきたい。制度全体やこれからの姿

を理解することが、やりがいや活性化に通じ、現場からも前向きな改革の

声があがるきっかけになるのではないか。それが、コミュニティ・スクー

ルを活用した働き方改革という発想につながるのではないかと考える。 

学校からの報告を手掛かりに、学校における働き方改革の充実に向けた

方向性について協議していきたい。学校勤務経験の豊富な安田委員に何か

御意見があればいただきたい。 

コミュニティ・スクールのモデル校の 8 割以上が「業務負担の軽減につ

ながっている」と回答したということだが、学校支援コーディネーターや

コミュニティ・スクールディレクターが分担した業務がどのように業務負

担軽減につながったのか教えて欲しい。 

個別の具体例はあるか。 

今年度 17 校のモデル校 16 協議会のうち、管理職に行ったアンケートか

ら 14 協議会において「業務負担の軽減につながった」との回答を得た。学
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（安田委員）

（今村 

担当課長）

（茂之委員）

（今村 

 担当課長）

（委員長） 

（秀志委員）

（委員長） 

（田中委員）

校支援コーディネーターの業務は、運営協議会で話し合われた、学校に対

する支援の地域とのつなぎ役であるが、これまでは、教職員がこの業務を

担っていたため、負担軽減につながったとの声が多い。例えば、職場体験

の事業所を探す際、地域情報に詳しいコーディネーターが探してきてくれ

る。また地域での子供の様子を毎週情報提供してくれることにより、即時

的・適時的にさまざまなことに対応でき、次の一手をとれるなど、そうい

った点においても効果的であると聞いている。 

最初に研究指定をしてコミュニティ・スクールを始めるときの議論の一

つとして、地域との橋渡し業務が教頭業務の増加につながるという意見が

あった。管理職アンケート結果として「業務負担の軽減につながった」と

いうことならば、実際に教頭業務が負担軽減されているという理解で良い

か。 

今年度からコミュニティ・スクールディレクターをモデル校のうち希望

する学校に配置している。このコミュニティ・スクールディレクターは、

運営協議会の通知や議事録作成、保護者・地域への周知文書の作成など、

これまで教頭が行っていた業務を担っており、教頭の業務負担軽減につな

がったと聞いている。 

コミュニティ・スクールディレクターは、非常勤という立場か。 

謝礼という形で時給単位で報酬を支払っている。 

同じく学校現場経験がある秀志委員の御意見を伺う。 

管理職の意識はもちろん、一般教員の働き方改革意識をどれだけ高める

ことができるかは校長の手腕にかかっており、今回の働き方改革がみんな

のものになっていく上で、その意義を確かめることは大変重要だと感じて

いる。 

田中委員から何か御意見・御感想はあるか。 

保護者の立場から感じたことを申し上げると、学校から子供が軽い怪我

をしたなど 18 時半過ぎに電話連絡をいただくことがあるが、超過勤務時間

の結果を見て大変驚いた。 

また自営業の立場から考えると、週 5日、8時間勤務が通常である。これ

だけの超過勤務時間が発生する場合は、遅出早出勤務で対応することや人

員の増員を考えなければならない状態である。時間差の勤務にするなどの
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対応も検討してみてはどうか。 

ＰＴＡとして学校に関わると教職員の忙しさを目の当たりにする。ＰＴ

Ａ会議も時間外に実施されることが多く、教頭も参加している。保護者の

意識改革も必要である。学校もＰＴＡに任せられるものはＰＴＡに任せて、

共に子供のためにできることを考えていきたい。 

５ 専門委員 総括 

（委員長） 

（島田委員）

（紅林委員）

様々な角度から御意見をいただき感謝申し上げる。今後も学校と教育委

員会の両輪で改革を進めていく必要がある。特に校長先生方のマネジメン

トが発揮できるよう、教育委員会としても積極的に対話しながら改革を進

めていきたい。 

それでは本日の協議の総括として島田委員、秀志委員から今後の働き方

改革に関する本市の方向性について御示唆いただきたい。 

本日は、教頭業務の負担軽減についての協議が多かったが、大阪市では、

教頭の校務に関する業務を補佐する嘱託職員を配置したようである。ＰＴ

Ａ・同窓会・地域受付対応、来客及び電話対応、文書作成等が主な業務で

あり、ある程度経験を積んだ方でなければ難しい業務を嘱託職員に担って

もらうことで教頭業務の負担軽減を図ることがねらいである。こういった

配置により業務分散を考えることもひとつの方策ではないか、と考える。 

またスクールロイヤーも有効な手立てのひとつだと感じている。コミュ

ニティ・スクールの運営委員に意図的に弁護士を任命するという方法をと

っている学校もあるようである。日常的に相談できる方が運営委員にいる

のは、やはり安心感がある。すべての学校で採用できる方法ではないが、

コミュニティ・スクールの位置付けを工夫して共に学校運営を考えること

もできるのではないか。 

静岡県教育委員会の「未来の学校『夢』プロジェクト」は、教員が追加

配置されていることが様々な連絡調整などにおいて非常に役立っており、

結果的にこういった加配が教頭業務のサポート充実につながっていくので

はないか。「未来の学校『夢』プロジェクト」は今後加配がなくなるため、

課題として、これからの状況を注視しなければならない。 

また、やってみようという感覚は非常に重要である。「未来の学校『夢』

プロジェクト」のモデル校の 1 校に教職大学院生が派遣されており、その

大学院生が研究の一環で学校における働き方改革を思い切った形で進めた

ことが、改革につながったということである。研究の一環だからやってみ

よう、学校としてもやらせてみよう、という流れが自然と現場の改革につ

ながったようである。 

それから、教職員には、さまざまな業務が雑多にある。改革の成果が、
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子供のためになっているか、どこに役立っているのかを見ていくうえで、

評価の体系化をしっかりして、成果がどこにあるかをしっかり確認できる

ような取り組みの整理表が必要であり、評価の仕組みづくりが大切である。

「チーム学校」と言われ始めているが、取り組み方を確立しなければな

らない時期である。どう関わっていくかというモデルが必要である。「チー

ム学校」で教育に取り組んでいくというスタイルをしっかり作っていくこ

とが求められているのではないか。 

昨今、教職員が大変だと言われて、志願者、講師登録が減っている状況

の中、働き方改革を契機に再び教員の魅力ややりがいが伝わり、志願者が

増えることが大事だと感じている。また、若手教員にいかにベテラン教員

のノウハウや指導力を伝えていくかという点も学校教育の充実を図るうえ

で重要である。 

教育委員会の取り組みとして、できることからやっていくという姿勢は

大変有効であり、ハード面とソフト面の整備を両方バランスよく進めてい

ただきたい。また、今後は、教育委員会一丸となって進めていただいてい

る働き方改革の内容をさらに充実させて、教職員・保護者・地域など学校

にかかわる方々がその意義や意図を共通理解できるよう努めることが、「チ

ーム学校」につながると考える。 

６ その他 

（事務局） 本日の会議での協議を受け、下部組織である「学校における働き方改革」

「評価・検証」推進部会での具体的な方策についての検討を重ねていく。 

次回、はままつ人づくり未来プラン検討委員会は、平成 31 年 2 月 20 日

に開催する。主なテーマは、「評価・検証」についてである。 

７ 閉会 

（委員長) 以上で、第２回はままつ人づくり未来プラン検討委員会を終了する。 


